２０１７年度
全国手をつなぐ育成会連合会
育成会フォーラム＆行政説明会のご案内
平成３０年４月から、新たな報酬改定の元、いわゆる３年後の見直し法案が施行
される予定です。報酬改定では、多くの方の尽力があり、予想された報酬全体の減額はし
のぎ、０．４７％のプラス査定となりました。
それぞれのサービスを利用する際に必要な報酬額もそろそろ決まりつつあります。
地域での暮らしを支える仕組みが、高齢化を支える共生型や要となる拠点を確保するも
のとしていよいよ本格的に始動します。
本フォーラムでは、少子高齢化の時代に、新たな展開となる地域福祉を活用するにあた
り、それぞれの市町村と課題を共有して取り組めるよう、育成会としての段取りをガイド
ラインとして示す内容でプログラムを用意しました。
今後の各地の育成会活動の振興に資するものとなるプログラムですので、期待をよせて、
奮ってご参加下さい。お待ちしております。

●主 催： 全国手をつなぐ育成会連合会
●会 場： アットビジネスセンター東京駅八重洲通り 501 号室
※2 間とも同会場となります。
〒104-0032 東京都中央区八丁堀 1－9－8
●対 象： 都道府県・政令指定都市育成会代表者・役員・事務局長、育成会会員ほか
●参加費： 当日、受付にて受領いたします。
育成会フォーラム：1,000 円 行政説明会：1,000 円 交流会：6,000 円
●申込み締切：2018 年 2 月 23 日（金）
●申込み方法・注意事項
〇【参加申込書】に、お名前、所属(育成会や法人など)、都道府県・政令指定都市名、
連絡先、手話通訳など必要事項をご記入いただき、メールまたはファックスにて
当連合会までお送りください。
〇「支援が必要な場合」には、必ず事前にご相談くださるようお願いいたします。
〇受付証の発行や受領連絡等はいたしません。
【申込み先】 全国手をつなぐ育成会連合会事務サポートセンター
FAX：077-572-9894 メール：zenkoku-ikuseikai@hyper.ocn.ne.jp
【お問合わせ】全国手をつなぐ育成会連合会事務サポートセンター
TEL：077-572-9894

担当：東

育成会フォーラム

2018 年 3 月 1 日(木) 13 時 15 分～16 時 30 分

●プログラム：
12：45
受付開始
13：15
開会挨拶
全国手をつなぐ育成会連合会 副会長
13：20
基調講演１ 計画相談で描くこれからの暮らしの見通し
大平 眞太郎 氏 厚生労働省相談支援専門官
14：20
（休憩）
14：30
基調講演２ 計画相談で確認する地域生活支援のこれから
又村 あおい 氏 「手をつなぐ」編集委員
15：20
（休憩）
15：30
シンポジュウム 「育もう 地域の安心ネットワークを区市町村で」
＜シンポジスト＞
又村 あおい 氏 「手をつなぐ」編集委員
高木 誠一 氏 全国手をつなぐ育成会連合会 政策センター長
久保 厚子
全国手をつなぐ育成会連合会 会長
＜進 行＞
田中 正博
全国手をつなぐ育成会連合会 統括
16：45
閉会の言葉 全国手をつなぐ育成会連合会 副会長
17：00～19：00 交流会 【会場：アリスアクアガーデン トウキョウ 銀座店】

行政説明会 2018 年 3 月 2 日（金）13 時～16 時 45 分
（※別途開催要綱をご参照ください）
●プログラム：
12：45
13：00～13：05
13：05～14：15
14：15～14：45
14：45～15：40
15：50～16：45
16：45

受付開始
開会挨拶
全国手をつなぐ育成会連合会 会長 久保 厚子
①厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課長 内山 博之 氏
②内閣官房 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進本部事務局
参事官 御手洗 潤 氏
③厚生労働省 職業安定局雇用開発部
障害者雇用対策課長 中村 裕一郎 氏
④文部科学省 初等中等教育局
特別支援教育課長 中村 信一 氏
閉会挨拶
全国手をつなぐ育成会連合会 副会長

【育成会フォーラム・交流会 参加申込書】 ※行政説明会は別途申込み
お名前

ご所属（育成会・法人等）

都道府県・
政令指定都市名

連絡先（電話・ﾒｰﾙなど）
（いずれかに〇をつけてください）

交流会

・参加します

・参加しません

必要な支援（手話通訳・車いす利用など）

●会場地図

アットビジネスセンター東京駅八重洲通り

八丁堀駅から徒歩 2 分 東京駅八重洲口からは徒歩 10 分
住所：〒104-0032 東京都中央区八丁堀 1-9-8 八重洲通ハタビル

【申込み先】 全国手をつなぐ育成会連合会事務サポートセンター
FAX：077-572-9894 メール：zenkoku-ikuseikai@hyper.ocn.ne.jp
2018 年 2 月 23 日（金）まで

《懇親会》 3 月１日（木） 17:00 開始 19:00 終了予定
会 場：アリスアクアガーデン トウキョウ 銀座店
東京都中央区京橋 3-7-1 相互館 110 タワー

03-3567-8886

東京駅八重洲口徒歩/京橋駅直結/銀座駅徒歩 5 分/銀座１丁目駅徒歩５分

参加費 6,000 円 【椅子とテーブルのご用意があります。
】
★冷製料理★
・ハムの盛り合わせ・トマトとモッツアレラチーズのカプレーゼ
・鴨のパストラミ ・スモークサーモンのカルパッチョ仕立て
★温製料理★
・ココットパイのクラムチャウダー ・本日のお魚料理 ・本日のパスタ
・海老のチリソース ガーリックライスと共に ・牛肉の赤ワイン煮
★デザート★
・特製プリン
★FREE DRINK (飲み放題)★
ビール ワイン 日本酒 焼酎 カクテル サワー ウイスキー ソフトドリンク

全国手をつなぐ育成会連合会

２０１７年度 行政説明会 開催要綱
１．趣 旨
我が国における障害福祉、障害者雇用、特別支援教育の各施策の現状と今後の方向性、
さらには 2020 年東京オリンピック・パラリンピックの取組みの状況について、内閣官房・
各省の担当課等からの行政説明ならびに質疑応答等を通じて、全国の育成会の役員等の理
解促進と研鑽を積むことを目的とします。
２．日 時

2018 年 3 月 2 日（金）13：00～16：45

３．会 場

アットビジネスセンター東京駅八重洲通り 501 号室
東京都中央区八丁堀 1-9-8 八重洲通ハタビル
※（別紙の地図参照）

４．対象者
４．対象者

都道府県・政令指定都市育成会代表者・役員・事務局長、
育成会会員ほか

５．日 程
12：45
受付
13：00～13：05 開会挨拶 全国手をつなぐ育成会連合会 会長 久保 厚子
13：05～14：05 行政説明①
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課長
内山 博之氏
14：05～14：15
質疑応答
14：15～14：40
行政説明②
内閣官房 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進本部事務局
参事官 御手洗 潤 氏
14：40～14：45
質疑応答
14：45～15：30
行政説明③
厚生労働省 職業安定局雇用開発部
障害者雇用対策課長 中村 裕一郎氏
15：30～15：40
質疑応答
15：40～15：50
休 憩
15：50～16：35
行政説明④
文部科学省 初等中等教育局
特別支援教育課長 中村 信一氏
16：35～16：45
質疑応答
16：45
閉会挨拶
全国手をつなぐ育成会連合会 副会長

２０１７年度行政説明会
参加申込書

都道府県・政令指定都
市名

必要な支援（手話通訳・

所 属 ・ 役 職

参加者のお名前

ＦＡＸ送付先：077－572－9894

【申込み先】 全国手をつなぐ育成会連合会事務サポートセンター
FAX：077-572-9894

2018 年 2 月 23 日（金）まで

車いす利用など)

